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要　　旨

　高齢化の急速な進展に伴い、社会保障制度の持続可能性が課題となっている。とりわけ、医療提供
体制に関しては「2025年問題」を視野に入れ、地域完結型医療への転換が求められている。わが国の
医療は、諸外国との比較において少ない医療費と医師数によって、高い水準の医療サービスを提供し
てきたが、その提供体制は病院診療に依存している比重が高く、将来にわたってこの体制を維持する
ことは困難である。こうしたことから、医療と介護の切れ目のない支援体制としての地域包括ケアシ
ステムを含めて、医療政策プロセス全般の改革が課題となっている。
　現在、国は都道府県に対して地域医療構想の策定を求めており、都道府県では二次医療圏を構想区
域とした策定作業を進めている。医療提供体制の改革に関して広域の視点は不可欠だが、地域医療構
想が医療提供体制だけでなく、地域包括ケアの実現も含めた改革をめざすならば、基礎自治体レベル
において分権と協働の視点を両立させたアプローチが必要である。
　本稿は、医療と介護の連携に中心的役割を果たす基礎自治体レベルでの取組の重要性を明らかにす
るとともに、今後の改革が進むべき方向として、分権と協働による公共経営を推進する新たな医療政
策プロセスの構築を提言する。
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英文要旨

With the progress of the aging society, the sustainability of the social security system has become the 
crucial problem. Particularly, facing with “2025 Problem” the medical service providing system has been required 
to move to the medical care completely delivered by the local government. The reality in japan is that these 
services have been provided in a high quality by few medical expenses and professional staffs in comparison with 
foreign countries. Therefore, the sustainability of the medical service mostly depends on the individual service 
providers, and the institutional and systematic approach is required to make these sustainable in the future. From 
this point of view, I emphasize the significance of “integrated community care system” which both the medical 
care and long-term nursing care can be provided totally by reforming the medical policy process.

Currently, central government requires prefectures to the make the community health care vision, and 
they are moving towards the vision in a second medical area. The viewpoint of the wide area is indispensable for 
the medical service providing system reform. However, both approach of decentralization and the collaboration 
is necessary if a community health care vision is going to carry out reform including realization of the integrated 
community care system.

This article clarifies the importance of the action of the basic local government level taking a central 
role for cooperation of medical care and long-term care. I propose the medical policy process to promote public 
management by decentralization and collaboration as a direction of the future reform.

査読付き研究ノート



はじめに

　医療は、いかなる地域社会においても安定して

持続的に提供されるべき基礎的公共サービスの一

つである。しかし、わが国の医療を取り巻く社会

経済状況は、医療に関わる人的資源の制約に加

え、医療費の持続的な増大に伴う財政制約の深刻

化に直面している。

　こうした状況の中、2012年８月には「社会保障

と税の一体改革」のスローガンの下に、社会保障

制度の抜本的改革に向けた「社会保障制度改革推

進法」が制定され、法に基づく審議機関として内

閣に「社会保障制度改革国民会議」（以下、「国民

会議」という。）が設置された。

　国民会議は、医療を含む社会保障制度全般に関

する短期及び中長期の改革方策に関して１年にわ

たる審議を重ね、2013年８月に「社会保障制度改

革国民会議報告書」（以下、「最終報告」という。）

を取りまとめた。

　この最終報告には「確かな社会保障を将来世代

に伝えるための道筋」と副題が添えられている

が、その言葉どおりに、国民負担や政府支出を抑

制しながら、質の高い安定した医療を将来世代に

提供し続けることは容易ではない。

　もちろんこのことは、中央政府にとってのマク

ロ財政運営の課題であるだけでなく、地方政府に

とっても深刻な諸課題を突きつけている。国民健

康保険財政の構造的問題１をはじめ、後期高齢者

医療や介護の給付費増大等の事態は地方政府の財

政運営に厳しいインパクトを与えている。また、

その一方で、医療に対する国民のニーズは多様化

と高度化が進んでおり、医師不足等の問題を解消

しながら、安全で安心な医療の持続可能性を確保

していくことは極めて困難な課題である。

　しかし、こうした諸課題に的確に応えることを

通じて、住民にとって欠くことのできない公共

サービスと公共財を維持し続けていくことが公共

セクターの使命であることも紛れない事実であ

り、これら双方の課題に対して適切な解決策を組

み立てることが、今日の医療を巡る国と地方を通

じたガバナンスの焦点となっている。

　財政制約への対応に主眼を置いた場合、基礎的

公共サービスとしての医療の提供は、量と質の両

面で現状の水準を確保していくことは困難となる。

もちろん、財政制約を考慮せず無制限にサービス

を拡大していくことを許容することはできない。

むしろ基礎的公共サービスであるからこそ、その

成果と効率性が厳しく問われなければならない。

　したがって、公共セクターの重要な担い手であ

る地方政府は、財政的に持続可能であるととも

に、サービスの受給者と供給者双方にとって満足

度の高い公共サービスを実現する道筋を見いだす

ことが求められている。そして、この道筋を見い

だす難しさこそが、社会保障制度改革全体の困難

性を示しているとも言えるだろう。

　本稿では、医療に関する制度設計や政策決定に

止まらず、国と地方が役割と権限を分担している医

療資源の配分や提供体制の調整、さらには、医科・

歯科診療や調剤等といった狭義の医療分野に限ら

ず、OECDが総医療費の国際比較に用いる保健衛
生等を含めた広義の医療分野を対象として、医療

に関わる多様なプロセス全般を医療政策プロセスと

捉え、その改革の方向を示すことを目的としている。

　既存の医療政策プロセスの問題点については、

後に詳述するが、最大の問題点は、中央集権的機

能と広域自治体機能及び基礎自治体機能の階層構

造の中で、それぞれの主体に階層ごとに役割・権

限・事業が配分されており、それらが現在進めよ

うとされている改革の方向との不整合を生じてい

ることである。既存の医療政策プロセスの改革を、

単に医療の分野だけでなく地域での介護と関連付

けて進めようとするならば、基礎自治体と広域自治

体間の役割分担を見直すことが不可避である。

　ただし、この医療政策プロセスの改革を巡る動

向は、今まさに国と地方を通じて進行している生

きた政策プロセスであり、先行研究の蓄積はな

く、参照できる資料や事例も限定的である。

　しかし、これまでの社会保障制度改革、とりわけ
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医療政策プロセスの改革を巡る議論においては、意

図しての結果かどうかは別として、その価値があま

り重視されてこなかった２つのアプローチがある。

　この２つのアプローチとは、この間、公共経営

の領域で主要なテーマとなり、多くの先行研究の

蓄積がある分権と協働に軸足を置いたアプローチ

である。本稿はそこに焦点を当て、進むべき改革

の道筋を示したい。

　１つ目の、医療政策の形成や資源配分に関する

ガバナンス・プロセスにおける分権的アプローチ

については、今後の医療政策プロセスの改革を巡

る介護との連携に密接に関連している。介護に関

する計画策定や運用は基礎自治体である市町村の

役割とされている一方、医療に関する制度設計や

計画策定等については、国と広域自治体である都

道府県の役割とされてきた。特に医療提供体制に

関する計画策定については、これまでから都道府

県が一定の役割を果たしてきたが、今後、さらに

幅広い分野で国から都道府県への権限移譲が進め

られようとしている。

　しかしながら、住民にとって極めて身近な公共

サービスである医療に対して、住民に最も近い地

方政府である基礎自治体が関与・参画する度合い

は依然として低いのが現状であり、そのことを改

革しようするアプローチも示されていない。

　そして２つ目の医療政策プロセスに関する協働

的アプローチについては、公共サービスとしての

医療の担い手は多様であり、広範な社会資源の関

与・参画の下に提供されており、行政が直接担う

領域は限定的であることに関わっている。

　行政の役割が限定的であるからこそ、多様な社

会資源が効果的かつ効率的にその役割と機能を発

揮するためには、その連携と協働を実現するガバ

ナンス、とりわけ地域社会の多様なステークホル

ダーとの関わりを視野に入れたローカル・ガバナン

スが重要となる。それにもかかわらず、現時点でそ

の重要性を踏まえたアプローチは示されていない。

　このような状況を受けて、本稿では、現状の医療

を巡る課題を検証し、最終報告や国の基本方針等に

示された改革方策の実効性等に検討を加えた上で、

基礎自治体が力量を発揮すべき分権と協働のアプ

ローチに基礎を置いた公共経営が、医療政策プロセ

スの改革に発揮する意義と可能性を明らかにしたい。

１．社会保障改革をめぐる動向

　現行の社会保障制度が改革のターゲットとされ

た最も大きな理由は、「2025年問題」２として喧伝さ

れている事態、すなわち75歳以上の後期高齢者が

2,167万人に達し、国民の５人に１人が75歳を超える
超高齢社会の到達が間近に控えていることにある。

　2015年の政府一般会計歳出予算において、社会

保障関係費３が32.7％を占めるに至り（財務省 2015: 
1）、今後もさらに毎年増大することが確実視されて

いる状況は、国家財政にとって大きな課題である。

　現在の状況の具体的な数値は、社会保障給付費

の総額と国民所得額に占める割合の推移を1970年

以降10年単位の区切りで集計した【表１】の「社
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【表１】社会保障給付費の推移

区分／年度 1970 1980 1990 2000 2012
国民所得額（兆円）
a 61.0 203.9 346.9 371.8 349.4

給付費総額（兆円）
b 03.5 24.8 47.2 78.1 109.5

年金 00.9 10.5 24.0 41.2 53.8
医療 02.1 10.7 18.4 26.0 35.1
福祉その他 00.6 03.6 04.8 10.9 20.6

給付費の割合（％）
b/a 5.8 12.2 13.6 21.0 31.3

（出典）厚生労働省資料をもとに筆者作成。



会保障給付費の推移」４のとおりである。

　この結果から識別できるように、1990年と2012

年を比較すると国民所得額は近似している一方

で、医療に関する給付費総額は18兆円から35兆円

へと２倍近く増加している。また、財務省は、今

後の推移予測として、2025年には医療に関する給

付費総額が54兆円規模へと大幅に増加していく

と推計５している。社会保障給付費総額に占める

割合でも、現状は年金給付の値が最も大きいが、

2025年以降を視野に入れると年金給付の割合は減

少に転じる一方で、医療に関する給付費は引き続

き高い伸び率を示している（財務省 2015: 16）。
　このような過去の推移と将来推計を勘案するな

らば、今後、一定の経済成長を見込み国民所得額

の増大を期待するとしても、医療の分野で現行の

給付と負担の構造を維持したままでは、社会保障

制度の持続可能性が不安視されることも否定でき

ない。社会保障制度の財政基盤に最も深刻なイン

パクトを与えるのが、医療分野であることが明ら

かな以上、医療政策プロセスの改革に踏み込まざ

るを得ない。

　国民会議の最終報告においても、このような認

識を踏まえ社会保障の分野ごとに提言をまとめて

いる。

　全体の構成としては、「第１部　社会保障制度改

革の全体像」と「第２部　社会保障４分野の改革」

に大別されている。このうち、第２部においては、

「Ⅰ 少子化対策分野の改革、Ⅱ 医療・介護分野の
改革、Ⅲ 年金分野の改革」の３章を設けて、それ
ぞれに改革の方向性と具体案が列記されている。

　これを分野ごとの章に記述されている内容の分

量で比較すると、少子化対策分野に関する記述が

５ページ、年金分野に関する記述が８ページに止

まっていることに比べ、医療・介護分野に関する

記述には18ページの紙数が費やされており、この

分野に関する記述の比重が際立って高くなってい

ることが読み取れる。

　この国民会議の最終報告に対しては、全体とし

ての課題認識や改革の大きな道筋については一定

の理解と共感を抱くことはできても、示されてい

る具体的な改革の進め方については、直ちに賛同

できない。

　なぜならば、冒頭に指摘したように分権的アプ

ローチ及び協働的アプローチが希薄であるか、欠

落していることが明白なため、そこに示された改

革方策が効果を生むことを期待するのが難しいか

らである。

　国は、国民会議の最終報告を踏まえ、平成26年

６月に「地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律」（以下、「医療介護総合確保推進法」という。）

等を制定するとともに、平成27年３月には厚生労

働省医政局長名で「地域医療構想策定ガイドライ

ン」（以下、「ガイドライン」という。）を都道府

県知事宛に通知した。

　このガイドラインでは、構想の策定主体と定め

られた都道府県に対して、「地域の医療関係者、

保険者及び患者・住民の意見を聴く必要があるこ

と」や「既存の圏域連携会議等の場を活用して地

域の医療関係者の意見を反映すること」、さらに

は「策定後を見据えて地域医療構想調整会議を設

置し、構想区域全体の意見をまとめること」（厚

生労働省 2015: 7）等を求めている。
　また、構想区域の設定については、「現行の二

次医療圏を原則」と定めている。ただし、「人口

規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病

院までのアクセス時間の変化など将来における要

素を勘案して検討する必要」（厚生労働省 2015: 9）
についても付記し、二次医療圏の他に合理的な構

想区域の設定が考えられる場合は、それを許容す

ることとしているが、現状ではガイドラインの原

則に沿って、二次医療圏を構想区域とした地域医

療構想策定が進められている。

　ここで今一度、最終報告に示された基本的枠組

を振り返れば、報告の分野ごとの章立てで「医

療・介護分野」と一括して記述されている点に、

既に暗黙のうちに了知されている事実が浮かび上

がる。すなわち、都道府県や二次医療圏単位の医
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療提供体制という従来の枠組を越えて、介護分野

も取り込んだところに今日の住民ニーズに応える

鍵がある。

　そして、この点については、住民に最も近い地

方政府である基礎自治体こそが、担うべき役割と

機能を有しているはずである。そうした認識の

下、めざすべき改革の道筋を考察するに当たっ

て、改めてわが国の医療の特徴と、それにまつわ

る課題を検証しておきたい。

２．日本の医療の現状と国際比較

　わが国における医療費増大に伴う社会的インパ

クトに関しては、かつて1980年代に「医療費の増

大が国家財政を圧迫するだけでなく社会の活力を

も奪うことになる」といった趣旨の論説が「医療

費亡国論」（吉村仁 1983）として、一部で声高に
主張されたことがある。

　この言説に賛同することはできないとしても、

医療に関わる財政支出や国民負担の増大が、国家

財政や国民経済にネガティブな影響を与えると

いう言説は一般的に共感されやすいかもしれな

い。しかし、単純に社会に必要とされる支出と負

担を回避すれば、基礎的公共サービスとしての量

的不足や質的不満足を招くことは自明である。そ

して、そうした基礎的公共サービスの量的不足や

質的不満足が、地域社会の安定性や持続可能性を

危機に陥れることは、地域の基幹病院の閉鎖や救

急患者の受入不能状態の頻発といった事象によっ

て、我々は既に経験済のはずである。

　したがって問題は、このようなリスクを回避し

ながら、基礎的公共サービスとしての医療が、そ

の社会的価値と成果を達成するために真に効果的

で効率的に運営され、制度としての持続可能性を

保ち続けるために何をなすべきかである。このよ

うな医療政策プロセスの改革の方向について議論

を進める上で、OECDの統計に収録されている
諸外国のデータとわが国の医療を比較することに

よって、その特徴を把握しておきたい。

　医療水準の国際比較において主要な指標となる

「GDPに占める総医療費の割合」（OECD 2013a）
及び「人口1,000人当たりの医師数」（OECD 2013b）
については、OECD加盟国のうち、いわゆる先進
国首脳会議（G7）構成国に限定して比較した結果
が【表２】及び【表３】の数値である。

　まず、【表２】「GDPに占める総医療費の割合」６

に沿って、過去10年間の推移を２年おきの経年変

化で検証すると、2010年の統計でわが国はイタリ

アを0.2ポイント上回りイギリスと並んでいる。し
かし、それまでは2002年にイギリスを上回ってい

た他は、わが国が常に最下位に位置していたので

あり、OECD加盟国全体でのランキングにおいて
も最下位近辺で推移してきたのが実情である。な

お、イギリスの数値は特徴的な変化を示しており、

サッチャー以後の保守党政権下における医療制度

改革から、ブレア労働党政権への移行に伴って医

療政策の大きな転換が図られたことの影響が如実

に現れていると推測できる。

　また、わが国においても2010年の数値を見る

と、診療報酬の増額改定が反映したのか、あるい
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【表２】GDPに占める総医療費の割合

国　名 2002 2004 2006 2008 2010
アメリカ 15.2 15.8 15.9 16.6 17.7
フランス 10.6 11.0 11.0 11.0 11.7
ドイツ 10.7 10.7 10.6 10.7 11.5
カナダ 9.6 9.8 10.0 10.3 11.4
イギリス 7.6 8.0 8.4 9.0 9.6
イタリア 8.2 8.5 8.8 8.9 9.4
日本 7.9 8.0 8.2 8.6 9.6

（出典）OECD Health Data2013をもとに筆者作成。



は高齢化の進展と医療の高度化による影響が大き

いのか、明確な原因の特定はできないが、2008年

と比較して急激な伸びを示している。ただ、敢え

て言うまでもないが、首位のアメリカと比較した

場合にはその値が大きく乖離しており、フラン

ス、ドイツ、カナダとも２ポイント前後の開きが

生じているように、わが国の医療費が比較低位に

位置していることは間違いないといえるだろう。

　一方、もう一つの重要な指標である【表３】「人

口1,000人当たりの医師数」７を比較すると、ここ
においてもわが国の数値が、思いのほか低位であ

ることが明らかとなる。

　イタリアの統計データは2009年の数値しかない

ため、比較の対象から省いたとしても、わが国の

医師数は、ドイツの3.7、フランスの3.3といった
数値とは大きな差が生じている。また、イギリ

ス、アメリカ、カナダの３か国を加えても、過去

10年間を通じて常にわが国は最下位である。ちな

みに、OECD加盟34か国の統計数値が揃ってい
る2010年のデータで比較すると、わが国より医師

数が少ないのは、チリ、トルコ、韓国、メキシコ

の４か国を数えるのみとなっている。

　いずれにしても、わが国では医師数の増加を抑

制していくといった政策が堅持されてきたことに

よって、この間一貫して「人口1,000人当たりの
医師数」が大幅に増加したことはなく、一方で、

麻酔科や産科に代表される特定の専門診療分野に

おける医師不足が常態化しており、今後さらにそ

うした事態の深刻化が危惧されているのが現状で

ある。

　わが国の医療提供体制に対して、この統計が示

す２つの代表的な数値は、多くの国民が抱いてい

る印象と少し異なっているのではないかと思われ

る。わが国は、政府及び国民ともに医療に対して

十分な費用を支出しており、また、一部の離島や

僻地、あるいは特定の専門診療分野における医師

不足は理解できても、それらを除けば医師の人数

は多い、と一般的には認知されているのではない

だろうか。

　国内総生産に占める総医療費の割合が低く、諸

外国と比べて少ない医師数でわが国の医療が提供

されているという事実は、一般的な印象と異なる

事実であると思われる。

　ただ、いくつかの統計データの中で、そうした

印象の形成に影響を与えている可能性が高いと

思われる数値が、「人口1,000人当たりの病床数」
（OECD 2013c）である。
　この数値については、【表４】「人口1,000人当
たりの病床数」８に示しているとおり、ドイツ、フ

ランスの２か国がやや多いとは言うものの、わが

国の病床数は他の各国と比べれば異次元といって

良いほどの高い値を示している。OECD加盟国
全体を見ても、2010年の統計でわが国に次ぐ２位

の病床数を計上している韓国も、その値は8.8に
過ぎない。

　こうした数値からは、わが国の国民皆保険制度

と医療機関のフリーアクセス制度、すなわち個人

の経済的負担が少なく、診療を受ける医療機関の

自己選択が可能な制度であるという２つの特色が

反映され、患者が病院での入院診療を受ける上で
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【表３】人口1,000人当たりの医師数

国　名 2002 2004 2006 2008 2010
アメリカ 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
フランス 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
ドイツ 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
カナダ 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4
イギリス 2.1 2.4 2.5 2.6 2.8
イタリア － － － － 3.7
日本 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2
（出典）OECD Health Data2013をもとに筆者作成。
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の制約が低いという事実が影響していると推論で

きる。

　ただ、病院における入院診療の受け入れ許容数

は大きいが、診療に従事する医師数は病床数に比

して少なく、それが病院勤務医や看護師の疲弊９、

あるいは機能別病床の効率的運用を実現できてい

ないという事態を生じさせているとも言える。

　いずれにしても、わが国は現実にこのような医

療提供体制を通じて、世界最高水準の平均寿命と

健康寿命、乳幼児死亡率の低さを達成するととも

に、（WHO 2004）国民皆保険制度の確立も含め
て、世界で最も成功した医療システムを実現した

国家（OECD 2008）として、WHOやOECDか
ら高い評価を受けてきたのは事実である。

　このような事実も踏まえて、最終報告も「日本

の医療は世界に高く評価されるコストパフォーマ

ンスを達成してきた」（社会保障制度改革国民会議 
2013: 23）と記述しているとおり、これまでのわ
が国の医療は、過大なコストを費やさすことなく、

比較的少数の医師によって高い水準の医療サービ

スを安定して提供してきたことが確認できる。

　そうであるならば、わが国の医療政策プロセス

が直ちに改革を要する対象とされなければならな

い理由は見つからないかもしれない。

　しかし、既に述べたとおり、「2025年問題」も

視野に入れるならば、これまでの成果をこのまま

持続することが、財政制約の面からも困難となっ

ていることも認めなければならないだろう。

　ただ、もう一方で、それぞれの地域における医

療水準や医療提供体制の現況、あるいは地域住民

の健康課題に着目することなく、単に「GDPの２
倍を超える公的債務残高ゆえに金利の上昇に脆弱

な体質を持つ日本は、いたずらな金利の上昇を避

けるために財政健全化の具体的進捗を国内外に示

し続けなければならない」（社会保障制度改革国民

会議 2013: 23）といった財政健全化の視点のみが、
今後の医療のあり方を論議する際にあまりに前面

に押し出され過ぎることの危険性も同時に見据え

て、改革の方向性を検討する必要があるだろう。

　そのような視点も含めて、今後、どのような視

点でわが国の医療政策プロセスの改革を進めるべ

きかについて、いくつかの課題を確認した上で、

めざすべき改革の方向性を明らかにしたい。

３．医療政策プロセスの問題点

　わが国の医療制度やその提供体制に関する基本

的枠組は、中央政府によって集権的に決定されて

いる。

　医療法第30条の３に定められているとおり、「良

質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保

を図るための基本的な方針」の決定は厚生労働大

臣の役割とされている。また、医師や薬剤師、看

護師等の医療専門職の供給に関しても、医師法や

薬剤師法、保健師助産師看護師法によって全国一

律の国家資格を付与する試験制度と研修制度が確

立されており、医師養成機関としての大学医学部

の定員は国によって厳格に規制されている。

　そして、何よりも医療を事業として成り立たせ、

医療法人等を経営主体として存続させる基盤とな
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【表４】人口1,000人当たりの病床数

国　名 2002 2004 2006 2008 2010
アメリカ 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1
フランス 7.7 7.4 7.1 6.9 6.4
ドイツ 8.9 8.6 8.3 8.2 8.3
カナダ 3.6 3.4 3.0 2.7 2.8
イギリス 4.0 3.9 3.6 3.4 3.0
イタリア 4.4 4.0 3.9 3.7 3.6
日本 14.4 14.2 14.0 13.8 13.5
（出典）OECD Health Data2013をもとに筆者作成。



る診療報酬額や施設基準が、国によって決定され

ている。

　しかしながら、医療政策プロセスのすべてが集

権的に処理され、地方政府の関与は小さいという

わけではなく、医療に関わる資源の調整や計画の

策定は都道府県の役割とされている。都道府県は

医療法第30条の４第２項の規定に基づき、都道府

県内の一定の地域を医療圏と定め、その医療圏ご

との病院病床数や特定の機能を果たすことが求め

られる拠点病院の指定、救急医療を担う病院の指

定等を行っている。

　また、医療機関にとっては診療報酬以外の主要

な収入源となる国庫補助金や都道府県補助金につ

いて、その交付金額等の調整及び決定の役割を果

たしている。それ以外にも、医療法第７条におい

て、病院や診療所の開設に関する許認可権は都道

府県知事に付与されており、医療提供体制の決定

プロセスにおいては、広域自治体としての都道府

県が果たす役割が相当に大きいと言える。

　こうした医療政策プロセスに関する国と地方と

の関連を階層的に整理したのが【図１】「医療政

策プロセスに関する国と地方の階層構造」である。

　この図で明らかなように、医療政策プロセスは、

中央政府と広域自治体たる都道府県によって大半

が担われており、基礎自治体としての市町村の役

割はきわめて限定的である。

　市町村の役割として、医療提供の分野で直接

担ってきた事業は、初期救急診療の運営等に限ら

れており、保健衛生分野に視野を拡張しても、住

民健診や乳幼児健診に代表される健康診査事業、

あるいは感染症に対する予防接種事業、健康増進

や介護予防に関する教室開催等の啓発事業といっ
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【図 】医療政策プロセスにおける国と地方の役割・権限・事業―国と地方の階層構造
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（出典）医療法等の規定をもとに筆者作成。
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た領域に限定されている。

　もちろん、基礎自治体というカテゴリーそのも

のが、行政機構としての規模や保有している権限

に大きな差異を含んでおり、政令指定都市をはじ

め、中核市、特例市と一般市町村を包括した概念

であることから、それらを一律に論ずることは適

切でない。特に、保健所設置市とその他の市との

間には、法令に基づく権限や役割の面で明確な差

異が存在する。また、自ら病院や診療所を開設し

ている市町村とそうでない市町村とでは、医療と

いうサービスの提供主体となるかどうかという点

で、医療との関わりの度合に大きな差が存在して

いる。

　ただ、政令指定都市や中核市等は、都道府県か

ら移譲されている事務の範囲が広くとも、都道府

県に本来的に付与されている権限と役割との間に

は明確な格差が存在しており、住民にとって最も

身近な地方政府であるという意味において、その

役割と機能を明確にしておく必要がある。

　いずれにしても、医療政策プロセスを担う政府

機構は中央と地方に跨って階層的に構成されてお

り、診療報酬額の決定や医療専門職の教育・研修

制度や資格付与等については、医療の均質性や安

定性、効率性を確保する上で中央政府が担うこと

に違和感は生じにくい。

　一方、医療資源の配分や医療提供体制の調整の

面では、既に多くの権限が都道府県に与えられて

いることから、医療の分野では分権的政策プロセ

スが確立されていると解釈できるかもしれない。

　たしかに保健医療計画は都道府県単位で策定さ

れるものであり、広域的な視点を保ちながら地域

の実情に応じた医療政策プロセスを適切に形成で

きる枠組だと考えることは可能である。

　都道府県は保健医療計画に基づき、一定の人口

や面積を勘案した上で広域的に設定される医療圏

ごとに、その地域の地理的条件や交通環境、住民

ニーズの特性・個別性を的確に反映した医療資源

配分や財政措置を実施できることを期待した枠組

である。

　この場合の医療圏の設定は、市町村を単位とす

る一次医療圏から、人口や面積、医療資源の集積

状況等を勘案して区域を定めた二次医療圏、都道

府県を単位とする三次医療圏に区分されるが、医

療資源の配分や医療提供体制の調整という点で

は、都道府県をいくつかの圏域に分けた二次医療

圏が最も重要な意味を持っている。

　しかし現実の二次医療圏ごとの医療提供体制の

実情を見た場合、この制度枠組が必ずしも期待ど

おりの効果を上げているとは言えない。

　典型的な事例として、大阪府北河内医療圏にお

ける小児救急医療の事例を検証してみることとす

る。北河内医療圏においては、成人を対象とした

救急医療機関は圏域内に多数存在するが、小児救

急医療機関は圏域の北部エリアに偏在しているこ

とから、南部エリアでは大阪市医療圏や中河内医

療圏の医療機関を頼って救急患者が流出してい

る。一方で、小児救急医療機関が充足している北

部エリアには、他圏域及び他府県に在住する小児

救急患者の一定数が、医療圏を越えて流入してい

る。

　枚方市に所在する北河内夜間救急センター協議

会の年報10に集計されている患者の受診動向は、年

間の患者総数9,700人のうち、10.5％に当たる1,050
人が他の医療圏からの流入患者であり、また、そ

の一方で年間の患者総数とは別に、隣接している

大阪市医療圏の小児科専門病院の夜間救急に、北

河内医療圏に在住する550人の小児救急患者が受診

しており、都道府県が設定した二次医療圏を容易

に越境した受診動向が存在することが確認できる。

　このような実態がありながら、不採算医療の典

型である夜間・休日の小児救急医療に対する財政

支援等の枠組は、既存の二次医療圏に依拠した制

度に限定されているため、地域の特性や住民ニー

ズに適合した資源配分や財政措置が実施されてい

るとは言えないのが実情である。

　このような状況に対して、大阪府の小児科学会

は、既存の医療圏にとらわれることなく、地域の

特性を踏まえた「子ども医療圏」（大阪小児科医
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会 2008）の創設を提言している。
　この提言は、小児救急医療体制に限定した論説

だが、そこで提起されている問題は特定の診療部

門や限られた地域にだけ存在する問題ではなく、

現行の都道府県による保健医療計画に基づく制度

設計が、適切な医療提供体制を構築する調整シス

テムとして有効かどうかという普遍的課題に連結

していく。

　したがって、医療政策プロセスの改革を考える

際には、現行システムの有効性の検証の上に立っ

て、そこに内包されている課題に向き合うことに

よって新たな改革の道筋が明らかになると考える。

４．めざすべき改革に求められる視点

　医療政策プロセスの改革を進め、より効率的で

効果的なシステムを実現するためには、基礎自治

体の役割と機能を重視した改革の視点が重要であ

る。

　国民会議においても医療政策プロセスのあり方

については、その改革の必要性を強く訴えてい

る。最終報告の「第２部　社会保障４分野の改革

Ⅱ 医療・介護分野の改革」において、「社会シス
テムには慣性の力が働く」とし、「20世紀半ば過

ぎに完成した医療システムが、日本ではなお支配

的なまま」（社会保障制度改革国民会議 2013: 21）
であり、時代の変化に応じて「病院完結型医療」

から「地域完結型医療」へと転換しなければなら

ないにもかかわらず、依然として旧来の姿から変

わっていないことを指摘している。

　こうした考えに沿って、最終報告が掲げている

改革の方向性を筆者の視点で整理すると、次の６

項目に集約される。

① 日本の医療システムは、これまでの「病院完結
型医療」から、住み慣れた地域での生活のため

に地域全体で支える「地域完結型医療」への転

換が必要であること。

② 日本の医療システムは、民間資本が経営する病

院等が主流となっており、公立の施設は全体の

14％に限られていることから、改革は公共によ

る強制ではなく医療機関と政策当局の信頼関係

が基礎となること。

③ 医療の機能分化を進め、病院での急性期医療か
ら在宅医療を適切につなぎ「地域完結型医療」

を実現できるネットワーク機能を強化しなけれ

ばならないこと。

④ 医療提供体制改革に向けた第１弾の取組とし
て、都道府県への医療機能の報告制度と地域に

ふさわしいバランスのとれた医療機能ごとの必

要量を示す「地域医療ビジョン」を都道府県が

策定すること。

⑤ 介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者等を
地域で切れ目なく確実に支えていくためには、

地域包括ケアシステムの考え方に基づくネット

ワークが必要であり、「地域包括ケア計画」を

市町村が策定すること。

⑥ 地域包括ケアシステムの確立は医療と介護サー
ビス双方の一体改革によって実現するという観

点で、将来的には市町村と都道府県が共同して

策定する「地域医療・包括ケア計画」が望まれ

ること。

　以上の論説において、改革を具体的に進めてい

く道筋として掲げられたのは、都道府県による「地

域医療ビジョン」策定である。しかし、このビジョ

ン策定については、その有効性に関して疑問を持

たざるを得ない。なぜなら、「病院完結型医療」か

ら「地域完結型医療」への転換を進めようとする

際に、都道府県が策定する「地域医療ビジョン」

が果たす役割と、地域包括ケアシステムの考え方

に基づくネットワーク構築の道筋の間に、必ずし

も整合的な理路が確立されているとは言えず、ま

た、それを補完する「地域医療・包括ケア計画」

策定への期待も唐突な印象を拭えないからである。

　前章で図示しているように、現状では医療提供

体制に関する主要な役割は都道府県が担っている

が、一方で、保険制度の運営を含め、介護サービ
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スの提供体制や介護予防・健康増進等の役割は、

基礎自治体が担っている。最終報告がめざしてい

る「地域完結型医療」の実現、あるいは地域包括

ケアシステムのネットワークを構築するためには、

医療計画の策定主体と介護保険事業計画の策定主

体が分離していることこそが見直されるべき課題

であろう。

　すなわち、「地域医療ビジョン」の策定等を通

じて広域自治体の都道府県の役割強化を図る道よ

りも、むしろ基礎自治体にその役割と権限の軸足

を移すか、若しくは都道府県と基礎自治体との連

携や基礎自治体間の連携、基礎自治体の区域内で

の社会資源との連携等の仕組みについて検討する

ことが必要である。

　もちろん、広域的な視点で地域の医療資源や提

供体制の動向を鳥瞰する機能の必要性が失われる

わけではない。そうした機能を担うアクターとし

て、都道府県は今後も重要な存在であり続けるだ

ろう。しかし、これまで圏域内の医療資源の配分

や医療提供体制の調整において、広域的な視点に

よる調整が十分な成果を上げてきたとは言えな

い。それは、最終報告も指摘しているように、わ

が国の医療資源の供給が民間資本主導で行われて

きた歴史的蓄積があることと無関係ではない。ま

た、公的医療機関であっても、大学病院や国立病

院に加え、自治体病院や社会保険病院等といった

多様な設立主体によって、法令上の存立基盤や財

政基盤などを異にして運営されており、都道府県

によるガバナンスの領域を超えた環境が存在して

いることも無視できない。

　また、これも最終報告で指摘しているとおり、

これまでに医療提供体制の機能分化を図る目的で

実施した法改正や診療報酬上の措置、あるいは補

助金等による政策誘導は、例えば７対１看護配置

基準の導入時の事例に見られるように、いくつか

の局面でその狙いと相反する事態を生じさせてき

た（社会保障制度改革国民会議 2013: 24）。
　すなわち、わが国の医療の改革をめざす際に

は、それが中央政府であるか地方政府であるかを

問わず、公権力による一律の統制的調整プロセス

が有効に機能することを期待すべきではなく、医

療に関わるすべてのステークホルダーに対する協

働的調整プロセスが求められることを再認識すべ

きである。

　もちろん、この協働による調整プロセスは、都

道府県においては都道府県が果たす役割にふさわ

しいレベルで構成されれば、その有効性を発揮で

きる。しかし、最終報告が目標としているような

「地域完結型医療」を現実の地域社会で実現して

いくためには、基礎自治体レベルで調整プロセス

を構築しなければ有効性を確保できない。なお、

ここで敢えて基礎自治体レベルと表記した理由

は、前述したとおり、一口に基礎自治体と言って

も、その行政機構としての組織力や財政力、ある

いは地域の医療資源や人口構成等の地域特性が限

りなく多様であることから、そうした基礎自治体

の多様性に応じて単独の自治体で担うか、複数の

自治体が共同で担う体制を構築するかの選択がな

されるべきだからである。

　いずれにしても、地域社会における医療環境は

バリエーションに富んでおり、医療に関わる生活

圏を共有している地域において、そこに存在する

すべてのステークホルダーが医療政策プロセスに

参画できる場を創設することなしに、真に機能す

る「地域完結型医療」は実現できないことは言う

までもない。また、それに向けた協働型調整プロ

セスの形成方策も、地域社会ごとの多様性を許容

する分権的アプローチが求められる。

５．分権的アプローチの具体的検討

　国民会議が提言した「地域医療ビジョン」は、

医療介護総合確保推進法において「地域医療構想」

として再定義され、現在、全国の都道府県におい

て策定に向けた具体的作業が国のガイドラインに

沿って進められている。その策定作業は、今まさ

に進行している政策プロセスであるだけに拙速な

評価は避けなければならないが、ガイドラインで
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示されている構想策定のスキームには一定の限界

を指摘せざるを得ない。

　二次医療圏とそれに属する市町村及び保健所の

関係は、【表５】「大阪府における二次医療圏と保

健所」11で明らかなように多様である。圏域人口

の最少は南河内医療圏で62.9万人、最多は大阪市
医療圏で266.8万人と、人口規模に大きなばらつ
きがあるだけでなく、日常的な生活圏域としての
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【表５】大阪府における二次医療圏と保健所

医療圏名称 圏域人口
（万人） 構成市町村 区分 人口

（万人） 保健所名称 管轄人口
（万人）

大阪市医療圏 266.8 大 阪 市 政令 266.8 大阪市保健所 266.8
堺市医療圏 84.9 堺 市 政令 84.9 堺 市 保 健 所 84.9
豊能医療圏 103.1 池 田 市 10.3

池 田 保 健 所 27.1箕 面 市 13.4
豊 能 町 2.2
能 勢 町 1.2
豊 中 市 中核 40.0 豊中市保健所 40.0
吹 田 市 単独 36.0 吹 田 保 健 所 36.0

三島医療圏 74.9 摂 津 市 8.4
茨 木 保 健 所 39.3茨 木 市 27.8

島 本 町 3.1
高 槻 市 中核 35.6 高槻市保健所 35.6

北河内医療圏 118.2 枚 方 市 中核 40.9 枚方市保健所 40.9
寝 屋 川 市 単独 24.1 寝屋川保健所 24.1
守 口 市 14.6 守 口 保 健 所 27.4門 真 市 12.8
大 東 市 12.4

四条畷保健所 25.9四 条 畷 市 5.7
交 野 市 7.8

中河内医療圏 84.4 東 大 阪 市 中核 50.1 東大阪市保健所 50.1
八 尾 市 27.0 八 尾 保 健 所 34.3柏 原 市 7.3

南河内医療圏 62.9 藤 井 寺 市 6.6
藤井寺保健所 30.6松 原 市 12.4

羽 曳 野 市 11.6
富 田 林 市 11.7

富田林保健所 32.3

河内長野市 11.2
大阪狭山市 5.8
河 南 町 1.6
太 子 町 1.4
千早赤阪村 0.6

泉州医療圏 92.5 和 泉 市 18.8

和 泉 保 健 所 34.2高 石 市 5.9
泉 大 津 市 7.7
忠 岡 町 1.8
岸 和 田 市 20.1 岸和田保健所 29.1貝 塚 市 9.0
泉 佐 野 市 10.2

泉佐野保健所 29.2

泉 南 市 6.4
阪 南 市 5.7
熊 取 町 4.4
田 尻 町 0.8
岬 町 1.7

（出典）大阪府保健医療計画等をもとに筆者作成。
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市、豊中市、枚方市がそれぞれ１か所を設置して

おり、大阪府内合計で18か所の保健所が運営され

ている。また、府立の保健所についても、規模の

大きい市には１市１保健所が開設され、それ以外

は複数の市町村に１保健所が開設されている。

　これらの配置状況は、二次医療圏として設定さ

れている８圏域に比べると適度に地域密着性が高

く、同時に、必要に応じた広域性も保有している

と言える。

　豊能医療圏を例に具体的な数値で比較検証した

場合、豊能医療圏を構成する４市・２町の人口及

び面積の合計は、103.1万人・275.69㎢の規模を有
している。これを保健所管轄区域で再構成すると、

豊中40.0万人・36.60㎢及び吹田36.0万人・36.11㎢
の人口及び面積が、それぞれ独立した保健所管

轄として分離され、残る池田において２市・２町

合計で27.1万人・202.98㎢を管轄することになり、
人口比率では豊中38.8％、吹田34.9％、池田26.3％
となる。一方、面積比率では、豊中13.3％、吹田
13.1％に比べ、池田73.6％とバランスを欠くこと
になるが、改めて市街化区域面積で比較すると、

全体が107.62㎢となり、豊中と吹田は行政区域面
積と同一で、池田の２市・２町合計が34.91㎢とな
るため、豊中34.0％、吹田33.6％、池田32.4％と面
積的にもバランスが取れることになる。

　もちろんこれは一例に過ぎず、すべての保健所

管轄がバランス良く配置されるわけではないが、

オリジナルの二次医療圏と比較した場合には、地

域密着性や一定の広域性の確保の面においてその

優位性を明確に主張できるだろう。

　また、一般的に保健所は、都道府県立であるか

市立であるかの別なく、地域保健や公衆衛生、健

康危機管理の拠点機能を果たしている。これにつ

いては、区域によって濃淡はあったとしても、区

域内の医療関連団体や医療機関との間で、日常的

に業務上の連携・協力関係を構築しており、ま

た、当然のこととして、医療機関に対する監視・

指導業務を担うために必要となる情報の取得と蓄

積を行っていることは事実である。

物理的条件や住民の心理的一体感が確保されてい

るとは言い難く、医療機関の設置状況にも大きな

偏差がある。

　また、行政機関の側から見ても、市町村は、当

該自治体の区域内の医療機関や医療関連団体と日

常的な交流や連携が存在していることから、それ

らが地域社会で果たしている役割、あるいは地域

社会での評価等の諸状況についても、一定の現状

把握が期待できる。しかし、二次医療圏の圏域と

なれば、政令指定都市を除いて当該医療圏と整合

した基礎自治体は存在せず、個別の行政機関の側

から全体像は見えにくくなるのは致し方ないもの

と思われる。

　このような構造の下で、国のガイドラインが求

めるとおり、二次医療圏を構想区域とした地域医

療構想を策定しようとする試みは前途多難であ

る。そもそも、地域医療構想の策定と言う課題そ

のものの難易度が高い上に、広域自治体が、二次

医療圏域内の地域の実情や地域住民、多様なス

テークホルダーの意見を集約する義務も果たしな

がら計画策定に取り組むのは、そのことに誠実に

対応しようとすればするほど困難性が高まると言

わざるを得ない。

　したがって、構想そのものの策定単位は二次医

療圏単位という枠組を変えないまでも、構想に盛

り込む実質的な内容については、保健所を構想区

域の基礎単位とする策定スキームに変更すること

を提言したい。

　地域保健法に基づき設置される保健所は、広域

自治体である都道府県と比較すれば、遥かに地域

に密着した行政機関である。一方で、保健所は一

定規模の区域ごとに設置され、政令指定都市や中

核市等は、基礎自治体単位で個々に開設されてい

るが、基礎自治体の規模に応じて、複数の自治体

を集約して設置されていることから一定の広域性

も保持した行政機関となっている。

　例えば大阪府の場合、府立保健所が府内に12か

所あり、それ以外に、政令指定都市の大阪市と堺

市がそれぞれ１か所、中核市の東大阪市、高槻
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の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など

将来における要素を勘案して」構想区域の設定を

検討することも視野に入れている。

　こうしたことから、地域医療構想の策定と運用

に関する実質的な基本単位を保健所の役割として

位置付け、それに併せて保健所の権限を拡充する

ことによって、地域医療の政策プロセスを有効に

機能させることが可能となるものと考える。

　断るまでもないが、分権的アプローチによる調

整機能が働けば、直ちに課題解決が図れるほど事

態は楽観的ではない。ただ、様々な困難性を指摘

できるとしても、医療を取り巻く今日の困難な状

況を切り開いていく鍵は、基礎自治体を基軸とす

る分権的アプローチを背景に、地域社会の多様な

ステークホルダーの力を結集する協働的アプロー

チの中に見いだされるべきである。

　そして、そのような分権と協働の理念に基づく

医療政策プロセスの改革は、当然のこととして全

国一律に進むわけではなく、また、法制度等の整

備を待って歩み始めるわけでもない。それぞれの

地域社会における自律的アクションが嚆矢となる

べきものである。

６．協働による公共経営の展開

　現在の国の動向を注視した場合、今後の医療政

策の改革に関して、基礎自治体に軸足を置く方向

で改革が進展する可能性は高くない。むしろ、国

民健康保険の保険者を市町村から都道府県へと移

行させる広域化方針や都道府県による地域医療構

想の策定方針に見られるように、都道府県の役割

強化の方向が改革の主要テーマとして提示されて

いる。

　しかし、市町村は住民にとってもっとも身近な

地方政府であり、基礎的公共サービスとしての医

療に関して公共セクターとしての力量を発揮する

ことに消極的であることは許されない。むしろ、

こうした状況を踏まえた上でも、なおかつ基礎自

治体における医療政策プロセスの確立と医療提供

　さらに近年は、食育推進や健康増進・介護予防

に加え、在宅医療体制の推進等の事業展開を通じ

て、地域のNPOやボランティア、福祉団体、介
護保険事業者等との関わりも深まっており、そう

した今日的な状況を勘案すれば、地域における医

療資源の配分や機能調整、さらには「地域完結型

医療」と「地域包括ケアシステム」の推進といっ

た役割を担う公共セクターとして、保健所をその

中軸に据えることの合理性が増してきていると考

えられる。また、都道府県立と市立が混在してい

ることも、結果としては医療に関わる公共セク

ター間の結節点となる可能性を備えている。

　現に大阪府の事例では、保健所が、がん、脳卒

中、急性心筋梗塞及び糖尿病の主要４疾病に関し

て、地域連携クリティカルパスを整備・運用する

中心的役割を担い、医師会や基幹病院、大学等の

関係者間の調整を図った上で、医療連携の促進に

努めてきた実績12もある。

　この地域連携クリティカルパスについては、大

阪府では８医療圏ごとに取組が進められている。

例えば北河内医療圏における脳卒中クリティカル

パスに関しては、診療報酬算定のための作業負担

が大きいために適用症例や参画医療機関を増やし

にくいことなどの課題が示される一方、ネット

ワーク会議を重ねることによって急性期から回復

期への転院がスムーズになったことなどの効果が

認められており、（大阪府 2013b: 86）そうした課
題認識と評価については、他の医療圏においても

概ね共通している。

　こうした事例については、広域行政を担う都道

府県の医療政策部門と連携を保ちながら、地域の

医療環境に軸足を置いて事業を企画立案し、併せ

て現場での調整を担うことのできる保健所の利点

であるといえるだろう。

　現在示されているガイドラインでは、必ずしも

保健所の管轄区域を念頭に置いているとは思われ

ないが、地域医療構想の構想区域を無条件に二次

医療圏に限定しているわけではなく、先に引用し

たように「人口規模、患者の受療動向、疾病構造
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る大学も所在しており、健康と医療に関わる研

究・教育の面でも恵まれた環境に置かれている。

　このような地域の特性を生かしてコンソーシア

ムは設立されたが、それは決して法的な権限の面

や財政措置の面で特別な利益が期待されたもので

はない。構成団体のそれぞれが、固有のミッショ

ンを有していることは論を待たないが、短期的か

つ個別的利益を求めるのではなく、恵まれた地域

特性を生かした協働の輪に参画することによっ

て、地域社会における健康・医療関連の施策が厚

みを増し、そのことが構成主体それぞれにとって

の中長期的な利益と発展につながるとの認識の下

に合意形成が図られたものである。

　この共同事業体は、医療資源の配分や医療提

供体制の調整を直接の目的として位置づけられた

機構ではないが、地域社会の多様なステークホル

ダーの力を結集した協働の枠組が創設され、それ

が持続的な活動を展開することにより、地域社会

においてそれぞれの特色や固有の資源を生かした

提供体制が確立されることへの期待を内包してい

ると言って良いだろう。そして、何よりも基礎自

治体が、多様なステークホルダーとの協働の枠組

を創設することによって、健康と医療に関わる政

策プロセスへの基礎自治体としての関与・参画の

度合いを高めていくことに、その意義が存在する。

　連携事業展開の大きな目標は、健康と医療に関

わる公共サービスの質的向上と効率性を高めてい

くことをめざし、参画する大学・病院・団体と行

政がそれぞれに蓄積してきた資源と知見を結集す

ることにより、相互連携による医療提供や健康増

進・介護予防の取組を充実させることである。ま

た、そうした取組を進めることによって、市民の

体制に関する調整機能の充実が、今後、一層重要

になることを主張しないわけにはいかない。

　こうした考えに立った時、基礎自治体は法令に

基づき付与された権限を行使する事務としてでは

なく、自治の主体として地域の医療機関や医療関

連団体と積極的な連携の輪を創造していくことが

必要となる。そして、そのような連携の輪が存在

してこそ、これまで基礎自治体が主体となって

担ってきた介護との切れ目のない支援体制の構築

が可能となる。

　この連携の輪を創る試みとして、枚方市では

2012年８月に【表６】に示した13の構成団体によ

る「健康医療都市ひらかたコンソーシアム」を設

立した。

　コンソーシアム設立に至った枚方市の医療提供

体制を概観すると、北河内医療圏の人口は【表５】

に示したとおり、区ごとに基本保健医療圏を設定

している大阪市を除き、大阪府内最大となってお

り、一般病床数も大阪府内全域の合計65,413床の
うち、最も多い8,007床が存在している。（大阪府 
2013a: 18）このうち、枚方市には43.5％に相当す
る3,480床が存在しており、供給量の面では最大
の規模となっている。また、医療機能の面でも、

枚方市には特定機能病院で災害拠点病院及び高度

救命救急センターの指定を受けている関西医科大

学附属病院が所在するとともに、二次救急医療を

担う17病院や特定診療災害医療センターとしての

大阪府立精神医療センターが存在するなど、総合

的な医療提供体制の面で北河内医療圏の中心的役

割を果たしている（大阪府 2013b: 109）。
　その他、医療系の大学についても、医科大学及

び歯科大学に加え、薬学及び看護学の学部を有す
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【表６】コンソーシアム構成団体一覧（設立時）

区　分 名　　　　称
団　体 枚方市医師会　　枚方市歯科医師会　　枚方市薬剤師会
大　学 関西医科大学　　大阪歯科大学　　摂南大学（薬学部・看護学部）

病　院 関西医科大学附属枚方病院　　星ヶ丘厚生年金病院　　枚方公済病院
大阪府立精神医療センター　　市立枚方市民病院

行　政 枚方市　　大阪府枚方保健所
（出典）筆者作成。



健康寿命の延伸や疾病の重症化予防を図り、誰も

が健康で生き生きと暮らし続けられる地域社会の

創造をめざしている。

　コンソーシアムの組織体制と運営ルールは簡潔

で、意思決定機関は14団体の代表者による代表者

会議と、それをサポートする事務レベル会議で構

成され、実施しようとする事業が設立目的に合致

し、複数の構成団体が関わっていればコンソーシ

アムの連携事業として承認される。

　また、連携事業を実施する上で構成団体以外の

団体に参画を求める場合は、連携団体としての参

画が可能であり、継続的な研究等が必要となる事

業については、それに関わる団体で部会を構成す

ることが承認される。

　これらの運営ルールに基づくコンソーシアムの

意思形成は、構成団体の代表者が対等の立場で参

画する協働的プロセスによる合意を前提としてお

り、こうした組織運営原理に則って、コンソーシ

アムの目標達成に向けて、次の８つの重点分野で

の連携した政策の企画立案や事業展開を図ること

が確認された。

　代表者会議において確認された８重点分野にお

ける連携事業の概略13は以下のとおりである。

①　災害医療対策のための連携

　 　災害医療対策会議による連携体制を基盤とし
て、災害拠点病院や本市の災害医療センターを

中心とした災害医療訓練を実施するとともに、

新型インフルエンザ等や大規模災害時における

医療体制構築に向けた役割分担の明確化やマ

ニュアル作成、医薬材料等の備蓄・供給体制の

整備を図る。

②　地域完結型医療実現のための連携

　 　高度先進医療の提供や救急医療体制の整備を
はじめ、地域において急性期から回復期を経て

在宅医療に至るプロセスを切れ目なく支援でき

るよう、病院間・病診間の医療情報ネットワー

ク構築等の連携体制を強化するとともに、介護

を含めた地域包括ケアを推進するため、多職種

連携研修の開催等、在宅医療体制充実に向けた

事業展開を図る。

③　こころの健康増進のための連携

　 　枚方市保健所を中心に、府立精神医療セン
ターや精神科病院等の連携体制構築のための部

会を創設するとともに、認知症医療も含めて疾患

の初期段階からの適切な相談や診療等を支援す

る「こころの健康相談センター」開設をめざす。

④　健康づくり・介護予防事業推進のための連携

　 　医療機関と体育協会、スポーツクラブ、介護
保険事業者、NPO等の連携による健康スポーツ
推進事業や健康づくり教室等を実施するなど、

健康づくり・介護予防の事業内容や担い手の拡

充を図るとともに、健康に大きな影響を及ぼす

歯科・口腔保健の推進に向け事業展開を図る。

⑤　母と子の健康支援のための連携

　 　妊娠・出産から子育て期における母子の健康
を切れ目なく支援できるよう、保健センターを

中心に、産科の医療機関や助産師会との連携を

図り、産後ケア事業に取り組むとともに、児童

虐待防止に向けたネットワーク構築を図る。

⑥　健康・医療アカデミー創設のための連携

　 　医科・歯科・薬学・看護学に関わる大学を中
心に、市民の健康と医療の発展に向けた総合ア

カデミーを産学公連携の下に創設することによ

り市民の健康・医療リテラシーの向上を図ると

ともに、外国語による医療通訳士登録派遣体制

の確立を図る。

⑦　健康医療関連の地域産業振興のための連携

　 　市内企業や本市への進出を希望する健康・医
療関連企業等に対して、医療現場や教育現場等

のニーズに適合した医療機器・医薬材料等の研

究・開発のための支援方策や連携体制の構築を

図る。また、大阪府の医療戦略に基づくスマー

トエイジング・シティ構想実現に向けて、連携

できる分野での事業展開を図る。

⑧　健康医療都市ブランド発信のための連携

　 　健康医療都市ひらかたのブランドを広くア
ピールするため、「広報ひらかた」や枚方市ホー
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ムページへの継続した記事掲載を行うとともに、

コンソーシアム情報誌の定期刊行によって、よ

り幅広く専門的な健康医療情報の発信を図る。

　これらの８分野の連携事業の展開に向けては、

コンソーシアムの構成団体が保有している施設・

設備をはじめ、情報処理基盤やデータベースの共

同利用・共同運用を図るとともに、相互の人材交

流の場や専門領域における知見とノウハウを生か

した学習・研究機会の創設に取り組んでいくこと

とされた。

　連携事業の具体的進展の事例として、例えば地

域完結型医療の分野では、市立ひらかた病院が中

心となる部会を設置することにより、基幹病院間

や診療所間で共通の情報プラットフォームを活用

した地域医療連携システム構築の検討を進めてい

る。災害医療分野においても、基幹病院や医師

会、歯科医師会、薬剤師会、保健所、消防組合を

構成員とする災害医療対策会議を設置することに

より、災害時における医薬品備蓄や医療救護体制

の構築、連携災害医療訓練の実施等に取り組んで

いるところである。

　また、心の健康や母子保健分野に関しても、枚

方市の中核市移行に伴う保健所移管に併せて、関

連病院や団体との連携による新たな事業の展開が

進んでおり、母子保健分野では、平成26年度に国

の妊娠出産包括支援モデル事業の採択を受け、医

療機関や助産師会等との連携による産後ケア事業

がスタートしている。

　これらの連携事業展開は緒に就いたばかりであ

り、現時点では可能性の領域に止まっているもの

も多い。また、地域医療ネットワークシステムの

構築の取組等、地域医療のあり方や地域包括ケア

の実現に直接結びつき易い項目もある一方、健康

づくりや啓発・生涯学習的色彩の事業も幅広く盛

り込まれている。そうしたことから、このコン

ソーシアムの連携事業を推進することが直ちに地

域医療の向上に結びつくものではないと言った批

評を加えることも容易である。

　しかし、健康と医療に関わる施策は、基礎自治

体が今後より一層注力していかなければならない

政策領域であり、行政の限られた資源の枠内で事

業展開を構想するのではなく、地域の多様な健康

と医療に関わる社会資源との協働の可能性を切り

拓くことが不可欠である。

　こうした観点から「健康医療都市ひらかたコン

ソーシアム」の設立は、健康と医療に関わるすべ

てのステークホルダーとの協働の枠組を構築する

ことによって、地方政府が地域の公共サービスに

対してコラボラティブなリーダーシップを発揮し

ようとする試みと言える。

　しかしながら、現状の８分野での連携事業の展

開については、それぞれのプロジェクトごとに、

参画する団体間での企画立案や事業実施に関する

調整が行われていることから、コンソーシアム全

体の運営を担う代表者会議の機能を除いて、個々

のプロジェクトレベルでの協働に止まっている。

基礎自治体が医療政策プロセスにおいて地域社会

を主導する役割を発揮しようとするならば、その

ようなプロジェクトレベルでの協働に止まらず、

政策形成と意思決定をサポートできる組織体制を

構築することが必要となる。

　もちろん、そうした組織体制は、第一義的には

行政の責任領域において解決すべき課題である。

しかし、基礎自治体は都道府県と異なり、医療分

野の組織体制や業務経験の蓄積が乏しいという実

態も否定できないことから、この課題解決の道そ

のものを協働による公共経営の一環として探求し

ていくことが求められる。

　いずれにしても、新たなパブリックマネジメン

トへの挑戦として、引き続き、その試みの幅を拡

げ厚みを増す努力が求められている。

あとがき

　枚方市におけるコンソーシアムの事例は、未だ

先進事例でもなく成功事例でもない。ただ、基礎

自治体が医療政策プロセスにおいて、より重要な
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職種別、病院規模や機能別に詳しく調査されている。
　また、現場の医師からは、「医師の不足、偏在の是正を
図るための方策─勤務医の労働環境（過重労働）を改
善するために─」日本医師会勤務医委員会（平成22年
３月）として、詳細な分析が報告されている。

10 出典は「平成26年度北河内夜間救急センター協議会会
計決算報告書」枚方市（平成27年７月）。

11 人口については、平成26年１月１日現在の住民基本台
帳人口。

　医療圏の区域及び保健所管轄については、「大阪府保健
医療計画（府域版）」（平成25年４月）及び「大阪府市
町村ハンドブック」（平成26年11月）を基に作成。

12 地域連携クリティカルパスについては、「大阪府保健医
療計画（府域版）」（平成25年４月）第３章第３節に全
体像が記述され、「大阪府保健医療計画（圏域版）」（平
成25年４月）に８医療圏域ごとの取り組み状況が詳述
されている。

13 出典は「健康医療都市ひらかたコンソーシアム（パン
フレット）」枚方市（平成27年３月）。
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役割を担う主体となることをめざして、自ら成長

しようとする試みである。

　医療と介護を切れ目なく支える体制構築や地域

包括ケアの実現といった政策目標のゴールは遥か

に遠いが、医療や介護に関わる多様なステークホ

ルダーとの連携の輪を広げていくことで、分権と

協働による新たな医療政策プロセスの創設が期待

される。

【注】
１ 国民健康保険制度は、都道府県及び市町村によって程
度の差はあるもの、被保険者の大半が高齢者で所得も
低いため脆弱な財政構造に陥っており、保険給付の所
要額を保険料収入で賄えず、公費や他の被用者保険か
らの財政支援に依存している。平成25年度決算の速報
値では、収入から法定外繰入を除いた全市町村国保の
実質収支は3,199億円の赤字で、赤字補填のための法定
外繰入総額は3,544億円を計上。単年度収支でみた場合
の赤字保険者の割合は52.7％（1,717保険者中905保険者）
となっている。出典は「平成25年度国民健康保険（市
町村）の財政状況（速報）」厚生労働省（平成27年１
月）。

２ 国立社会保障・人口問題研究所による2012年（平成24
年）1月推計では、西暦2025年には65歳以上の人口が総
人口の30％強を占めることになり、さらにその60％が
75歳以上の年齢層で占められることになると推計され
ている。

３ 政府一般歳出のうち社会保障関係に充当される費用で、
平成27年度一般会計予算では、総額963,420億円のうち、
315,297億円が計上されている。

４ 社会保障国民会議に提出された「社会保障・税一体改
革関連参考資料」（平成24年11月）を基に作成。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-
Seisakutoukatsukan/kyufuhisuii2015.pdf

５ 資料の出典は「社会保障に係る費用の将来推計の改定
について」厚生労働省（平成24年３月）。

６ OECD Health Data2013 Total expenditure on health, % gross 
domestic product を基に作成。

７ OECD Health Data2013 Physicians, Density per 1,000 
population （head count） を基に作成。

８ OECD Health Data2013 Total hospital beds, per 1,000 
population を基に作成。

９ 医師をはじめとした医療従事者の勤務実態とそれに伴
う負担感（疲弊）については、「平成22年度診療報酬改
定の結果検証に係る調査─病院勤務医の負担軽減の状
況調査─」厚生労働省（平成23年度）において、全国
806病院からの回答を基に、医師及び看護師、薬剤師の
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